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Fig.1  Structure of Fe(py)2Ni(CN)4 
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１．研究目的 

 

架橋配位子により配位高分子をホスト骨格に有するホフマン型スピンクロスオーバー化

合物は，二次元ホストの構成金属イオン，ホスト面を支える配位子，層間の空孔に包接さ

れたゲスト分子などからなり，その磁気転移挙動がこれら構成要素の多様な組み合わせに

よって興味ある様相を示すことが見出されている．しかしながら，Fe
2+のアキシャル位に配

位しているピリジン系誘導体を含むホフマン型配位高分子錯体の中にはスピンクロスオー

バー挙動を示さないものもある． 

配位空間の変動により磁気挙動が大きく変化するスピンクロスオーバー錯体は磁気的複

合機能性材料として注目されており，これに超分子錯体機能を付加することにより，さら

に高機能な磁性材料となる可能性を内包

する[1-14]．当グループでは，ホフマン型

錯体の研究の過程で，珍しい 2 次元構造

を有する超分子スピンクロスオーバー配

位高分子化合物[Fe(py)2Ni(CN)4](Fig.1)を

見出した．この化合物が低温において磁

気転移を示すことをメスバウアー分光法

および SQUID を用いて証明し，さらに，

単結晶 X 線構造解析によって，磁気転移

を 2 価の鉄イオンまわりの配位構造変化

（High Spin（HS）状態((t2g)
4
(eg)

2
)と Low 

Spin (LS)の状態(t2g)
6 間の可逆的変換）に

関連付けることができた．一方，スペイ

ンの Real 教授らのグループは，鉄(II)イオ

ンに配位しているピリジン(py)を架橋配位子となり得るピラジン(pz)に変えた３次元構造錯

体[Fe(pz)M(CN)4]nH2O を合成し，室温付近でのスピン転移温度を実現した[3b]．この結果は，

次元性を高めることで格子内の金属イオン間の協同効果が高められ，それに付随して高い

スピン転移温度と大きなヒステリシスを実現することが可能なことを示した．最近ではこ

れらの研究に触発され，国内，国外の多くの研究グループがこの種の超分子スピンクロス

オーバー錯体についての研究に着手している．この際に，スピンクロスオーバー挙動を示

さないピリジン系配位子を含むホフマン型錯体についての考察も重要である．われわれの

グループもその後の研究で，結晶学的に同型なフレームワーク中に立体化学的見地から系



東邦大学複合物性研究センター 2013 年度報告書 

 

 - 2 - 

統的に選んだ一連のゲスト的配位子種を包接させ，得られた化合物について広い温度範囲

の磁気測定を行い，単結晶 X 線構造解析を行った．その結果，格子とゲストおよびゲスト

どうしの協同的相互作用(水素結合や π－π スタッキングなど)が，磁気転移挙動を非常に微

妙に影響していることを明らかにしてきた．また，近年ゲスト分子のホスト相におけるス

ピンクロスオーバー挙動への影響に関する研究も盛んになっている． 

 

２．2013 年度の研究計画 

2013 年度は以下の項目について検討を行った． 

 2013 年度は，スピンクロスオーバー挙動を示さないピリジン系配位子に 4-Cl-pyridine を

用いることで，メスバウアースペクトルがどのように変わるか興味を持ち研究を計画した．

配位高分子をホスト骨格に有するホフマン型スピンクロスオーバー化合物は，二次元ホス

トの構成金属イオン，ホスト面を支える配位子，層間の空孔に包接されたゲスト分子など

からなり，その磁気転移挙動がこれら構成要素の多様な組み合わせによって興味ある様相

を示すことに注目して研究を計画した．本研究計画においては」，最近我々自身が見出した

ホフマン型錯体をとりあげ，このスピンクロスオーバー機構の解明と外部因子（温度・圧

力・磁場など）が変動した時の磁場応答を明らかにすることを含む研究計画である． 

３．2013 年度の研究成果 

 

３．１ 実験 

錯体の合成は，ピリジン系配位子として 4-Cl-pyridine を用いて直接法で行った．直接法で

は，モール塩[Fe(NH4)2(SO4)2∙6H2O]と K2[Ni(CN)4] H2O の混合物を水，クエン酸およびモノ

エタノールアミンで溶解し母水溶液を得たのち，4-Cl-pyridine を直接水溶液に接触し，粉末

結晶を得た．57
Fe メスバウアー分光法測定は，通常の方法で行った． 

 

３．２ 結果および考察 

 得られた粉末結晶は，元素分析より Fe(4-Cl-Pyridine)2Ni(CN)4 であった．Fig.1 の構造の

pyridine の部位が 4-Cl-pyridine に置き換わった構造であると推定される．この化合物の室温

(RT)と 80 K のメスバウアースペクトルを Fig.2 に示す．Major 成分; δ = 1.08, ΔEQ = 0.74 mm 

s
-1 

at RT, δ = 1.20, ΔEQ = 0.89 mm s
-1

 at 80 K. Minor 成分; δ = 0.06, ΔEQ = 0.24 mm s
-1 

at RT, δ = 

0.19, ΔEQ = 0.48 mm s
-1

 at 80 K. Major成分とminor成分の面積強度比は，室温で78:22，80 K で

83:17 である．Major 成分は 2 価の高スピン状態であり，minor 成分は 3 価の高スピンである

と考えられる． 

Major 成 分 の ΔEQ の 値 は ， Fe(3-Cl-pyridine)2Ni(CN)4, Fe(3-Methyl-Pyridine)2Ni(CN)4, 

Fe(3,5-lutidine)2Ni(CN)4  より小さくなっており，配位子の対称性と関連していると考えら
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れる．このことは，Fe(4-Cl-Pyridine)2Ni(CN)4の ΔEQ が Fe(py)2Ni(CN)4 [3a, 3c] とほぼ同じで

あることからも支持される．  

 一方，3,5-lutidine 錯体では，合成法の違いにより,ホストとゲストの組成比が異なる 3 種

の 3,5-lutidine 錯体ができることが明らかになっている[13]． pH 5.2 の母液より直接法で得

られたのが，Fe(3,5-lutidine)2Ni(CN)4∙0.8H2O であり，pH 8.5 の母液より直接法で得られたの

が

Fe(3,5-lutidine)2Ni(CN)4∙[(3,5-lutidine)0.

5H2O ] であり，pH 5.2 の母液より蒸気

拡 散 法 で 得 ら れ た の が ，

Fe(3,5-lutidine)2Ni(CN)4∙[2(3,5-lutidine)2

H2O ]であった．ホスト相に包接されて

いるゲスト分子と挙動している

3,5-lutidine と H2O の量が異なっている

と考えられる．また，ホストフレーム

に配位している 3,5-lutidineとH2Oの量

も異なっていると考えられる．これら

の 3,5-lutidine 錯体においては，室温で

majorな２価の高スピンサイトとminor

な２価の高スピンサイトがある．これ

はホスト骨格の鉄(II)イオンに4個のシ

アノ基の窒素原子と 2 個の 3,5-lutidine

の窒素原子が配位しているのが major

なサイトでありスピンクロスオーバー

に関与し，2 個の 3,5-lutidine の代わり

に 2個あるいは 1個のH2Oが鉄(II)イオ

ンに配位しているのが minor な高スピ

ンサイトとなっていると考えられる．

すなわち FeN6 サイトはスピンクロス

オーバーに関与し，FeN4O2 あるいは

FeN5O サイトは関与していないと考えられる．室温では，四極分裂が小さい major な高スピ

ンピークと四極分裂が大きい minor な高スピンピークからなっている． 

 Fe(4-Cl-Pyridine)2Ni(CN)4のメスバウアースペクトルでは，3,5-lutidine 錯体で観測された 2

個あるいは 1個のH2Oが鉄(II)イオンに配位していると考えられるminorな高スピンサイト，

すなわちFeN4O2あるいはFeN5Oサイトは観測されなかった．これらのことは，４-Cl-Pyridine

を用いた合成では，水分子がホストフレームに共配位することがないことを示していると

推定される．4-Cl-pyridine は容易に Fe
2+に配位することができるので，水分子は Fe

2+に配位

できないとも考えられる．また，Fig. 2 に，Fe
3+の高スピンの minor 成分もみられるが，こ

れは合成中あるいはメスバウアー測定処理中に酸化反応が起きたものと推測される．この

ことは，3,5-lutidine 錯体のメスバウアーの成分に Fe
3+の高スピンがかくれている可能性を
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Fe Mossbauer spectra for 

Fe(4-Cl-Pyridine)2Ni(CN)4 
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示唆するものでもある． 

４．成果公表リスト 
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Polyhedron 66(2013) 252-256 
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ニコチン酸エステルを配位子とする Fe
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Co
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第 15 回メスバウアー分光研究会シンポジウム 東京 (2014.03) 
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ピリジン誘導体を持つホフマン型二次元配位高分. 
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8) 蛭間 慶，山岸 晧彦，田村 堅志，北澤 孝史 
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13) 大山 翔一，田村 堅志，北澤 孝史，山岸 晧彦 

メラミン修飾層状ケイ酸塩を用いたポリアド 6 ナノコンポジットの結晶性および機械

的性質. 

第 3 回 CSJ 化学フェスタ 東京 (2013.10) 
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 -で架橋された新規ホフマン型錯体の発光挙動. 
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